
ワークショップでは、自館の公民館だよりをみてもらう人も・・・

市公連ニュース！

公民館だよりがその手段の一
つにもなると感じた研修でし
た。パソコンのテクニックも
たくさん教えてもらいました。

毎月届けられる「公民館だ
より」は、各公民館の職員が
作成しています。

8月8日の主事会において、
何をどのように載せればいい
のかを市の広報担当課職員か
ら学びました。
どんな地域になって欲しい

のかをイメージしながら、必
要な情報を収集し、提供する。
人を動かす紙面づくりを学び
ました。 もちろん、私たち
職員も動く。動いて地域の中
で輝く種を見つけ、育てる。

公民館の情報発信講座開催！
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パワフルな90分でした！

日 程 講 座 内 容 ・ 講 師 場 所

9/4（水） 13:30～
市民大学ふるさと再発見講座(1)

「耳をすませば」 ～この西条で感じたこと～
講師：グェン・ブイ・アン・ティーさん 西条市国際交流員

東予図書館
2階視聴覚室

9/12（木） 17:40～

18:30～

国際教養講座 ワールドスタディ(3)
アフリカの動物たちとの出会い どこから来たの？私の友達よ
講師：松下文治先生

東予図書館
2階視聴覚室

9/14（土）13:30～
市民大学健康講座(2)

近年増加 慢性肺疾患とリハビリ
講師：池之上卓治先生 河原医療大学校

東予図書館
2階視聴覚室

9/20（金）19:00～
市民大学人権・同和教育講座(4)

住み慣れた地域で最後まで自分らしく暮らす
講師：中矢暁美先生 託老所あんき

総合文化会館

9/21（土）13:30～
市民大学歴史講座(1)

近代ヨーロッパの拡大と19世紀のアジアの情勢
講師：山川廣司先生 愛媛大学名誉教授

東予図書館
2階視聴覚室

9/26（木) 17:40～

18:30～

国際教養講座 ワールドスタディ(4)
ポーランド大統領官邸訪問 ポーランド語で歌う誕生日の歌
講師：松下文治先生

東予図書館
2階視聴覚室

9/28（土）13:30～
市民大学健康講座(3)

万病のもと 糖尿病と隠れ糖尿病
講師：池之上卓治先生 河原医療大学校

東予図書館
2階視聴覚室

9/29（日）13:30～
市民大学文学講座(3)

平家物語の無常観
講師：田中千晶先生 愛媛大学講師・聖カタリナ高校教諭

東予図書館
2階視聴覚室

市民大学 8月の講座

8/11（日）文学講座 2 「万葉人の死生観」 秋山英治先生

8/3（日）健康講座 1 「命の根源 心臓病とリハビリ」 池之上卓治先生
池之上先生の人気のヒミツは楽しい講義のようです。大きな心臓の模型を手に、とても分かりやすくお話して
くださいました。受講生の感想（抜粋）をご紹介します。

心臓のこと、じっくり勉強
できてよかったです。健康診
断の度に「弁がしまりにく
い」と言われます。年齢のせ
いとのことでほっといたらい
いと言われますが、気になっ
ています。今回いろいろ学ん
で、体のこと気にしていこう
と思っています。

心臓という臓器がいかに大
切かが良く解りました。普段
から健康に気をつけているつ
もりですが、この講座で再認
識できました。70才代

初めての受講でしたが、心
臓についていろいろ勉強させ
て頂きました。お話がとても
おもしろくて、楽しく勉強で
きました。70才代

健康講座2は、9/14「近年増加慢性肺疾患とリハビリ」です。

「令和」の典拠となった万葉集。秋山先生から色々教えていただきました。すこしばかり、
万葉人（まんようびと）の心がわかったような気がします。受講生の感想（抜粋）をご紹介します。

令和に入り、万葉集のこと
が知りたくて来ました。巧み
な導入から、その世界に入り
ました。漢詩から読みくだく
日本の言葉も、なんとすばら
しいと感じました。（中略）
万葉集の言霊を知り、現代に
も通じることを知りました。
80才代

興味のなかった万葉集が身
近なものに感じました。言霊
を信じていた万葉人の感性に
触れた様な気がした。
古典とは楽しいものですね。
70才代

文学講座3は、9/29「平家物語の無常観」です。

8/21（水）西条市の未来を考える講座2

ローカルファンド研究会

子ども食堂の福祉 NPO法人Kodomo Saijo

小松史談会創立70周年を
記念して開催された特別講
演会には多くの皆さんが参
加されました。
市民大学の受講生も先生

から古代のお話を聞き、わ
くわくしたようです。邪馬
台国時代は、まだまだミス
テリーだなと感じたとの感
想をいただきました。

8/18（日）西条市の未来を考える講座1

歴史講座「邪馬台国時代の小松」

松木武彦先生

ものすごい暑さの中、多くの方にお越しいただきました。
ありがとうございます。これからはいい季節になります！
工事ももう少しです。

西条市ﾛｰｶﾙﾌｧﾝﾄﾞ構想について議論を深めました。
子ども食堂、フードドライブなどの活動に目を見
張るものがありました。



市公連ニュース！

聞いてみた！

●好きな食べ物：焼肉 カツカレー ●好きな言葉：継続は力なり ●好きな花：つつじ

●公民館に来たこと：あります。地元自治会の定例会や部会

●公民館のイメージ：地域の人が集まる拠点。自治会や団体と密接な関係

●携わって気づいたこと・驚いたこと：
大町公民館は、50以上のサークルがあり、毎日多くの方が利用していることに驚きました。
43台の駐車場は恵まれていると思っていましたが、満車になることも結構あり、いつも駐
車場の状況を気にしています。朝からいくつかのサークルを掛け持ちする中高年の方もい
らっしゃり、非常に活気と笑顔に満ちています。

“新”館長さんにきいてみよう！ ●今月は「大町公民館梶本館長さん」です。

ちまたのニュース！

いつも笑顔！

職員も地域のパワーに負けないように頑張っています！

ご紹介します！ 梶本館長さんからのメッセージ

４月から大町公民館長に就任いたしまし
た梶本環（かじもとたまき）です。
大町地区は、地域のつながりが強く、

人材にも恵まれております。大町連合自
治会は、役員が16名ですが、それ以外に
運営委員が35名おり、自治会のすべての
行事の運営に携わっております。役員だ
けでも多いと思いましたが、あまりにも
充実した体制に驚きました。他の各種団
体においても活発に活動しており、連合
自治会との連携もとれております。更に
は公民館行事にも積極的にご協力をいた
だいており、非常に助かっております。
このような恵まれた環境の中で、大町

地区は西条市の地域づくりのモデル地区
の指定を受け、去る７月２６日には大町
地域づくり協議会を設立しました。この
協議会は、大町地区の連合自治会を始め
各種団体、学校、企業及び大町公民館利
用サークル会など幅広い団体を会員とし
て、地域課題の解決やより良い地域づく
りの方策等を話し合い、出来る事から実
施していきます。大町公民館は、この地
域づくりの拠点として、更なる役割が求
められており、気を引き締めて取り組み
たいと考えております。

高齢者ドライバーの皆さんへ

体験型交通安全教室を開催します

日程：9月24日（火）9時～12時 または 13時30分～16時30分

場所：西条ドライビングスクール （西条市石田284）

対象：市内在住のおおむね65歳以上の方で自動車運転免許をお持ちの方

内容：ドライビングレコーダーによる運転チェック

定員：各回20人 ※先着順

申込：西条市役所危機管理課くらし安全係 TEL 0897-52-1284

囲碁ボール大会を開催
主催：西条北地区スポーツ協会

近年、あちこちの公民館で「囲碁ボー

ル」というニュースポーツが盛んにおこな

われています。今回は、西条公民館で開催

された大会を取材しました。西条、神拝、

大保木地区から5チームの参加があり、激

戦(？)が繰り広げられました。

白黒、それぞれ10球をスティックで打

ち、碁盤のような升目の+に乗せていきま

す。もちろん、相手の球を弾き飛ばしても

OK。+にどれだけ残っているか。3つ並び、

4つ並び(5つ並びが最高)の連があるかなど

で勝敗が決まります。

皆さん、球の行き先を見つめて、いいと

ころに入ったり、邪魔な球をはじいたりす

ると、拍手喝采の大喜びです。

子どもから高齢者まで、誰でも楽しめる

スポーツです。もちろん、技術を磨いて、

巧みな技を繰り出す人もいました。

「今日も良く笑ったし、いい運動もした

し、楽しかった」と帰っていきました。優

勝は・・・確か、「かわせみ」チームだっ

たかな？

熱中症の心配も少なく、誰でも気軽に参

加できて幸せでした。

平成31年4月に利用が開始され、

今でも新築の香りが満ちている氷見

公民館に行ってみました。この日は、

ホールを2室に仕切り、卓球・囲碁

ボールサークルの2つのサークルが

活動していました。

皆さん、公民館が新しく、使いや

すくなって幸せ！とのことでした。

やったー！ みんなで大喜びです。

打ったボールの行き先をみつめる目が真剣です。

私たちも囲碁ボールサークルです。週に2回活動。

休憩時間も楽しみの一つです！

猛暑の今年、公民館で活動できるので最高！

遠くまで行けない高齢者にとっては、

公民館は砂漠のオアシスかもしれま

せんね。その中で地域コミュニティ

の基礎ができていくような気がしま

す。これが、若い世代へも広がって

いけば、氷見地区はすばらしい地域

になるでしょう。

地域の拠点としてのニーズがます

ます高まる中、利用しやすく、大切

にされる公民館がいいですね。

「職員の皆さんが優しくしてくだ

さるのでありがたい」との声もあり

ました。

和室も大切な部屋の一つです。避

難所になることも想定されています。

ホールはまるで小さな体育館のようですね

玄関を入ると正面が事務室。笑顔であいさつの窓口

です。「有法子」の書は、十河信二書とのことです。
和室は一段といい香りがします。

「笑う」って
身体にいいよねぇ
今日もたくさん
笑いました！
来てよかったわ・・

大町公民館

公民館訪問 ○氷見公民館○


